
 

HAWAII PALMS ENGLISH SCHOOL 
2021 料金表 

*のマークがついている料金には入学登録料(初回のみ	 $125)が別途発生します。	 
 

英語集中コース	 *	 
月曜日から木曜日 9:00am – 12:50pm もしくは 12:30pm – 4:20pm 

項目	 	 料金/週	 合計	 

教材費	 $15/週(テキストブック購入される場合: $85) 

1 週間コース $350 $350 

2 週間コース $325/週 $650 

3 週間コース $310/週 $930 

4 週間コース $300/週 $1200 

5 週間コース $280/週 $1400 

6 週間コース $280/週 $1680 

7 週間コース $275/週 $1925 

8 週間コース $275/週 $2200 

9 週間コース $270/週 $2430 

10 週間コース $270/週 $2700 

11 週間コース $265/週 $2915 

12 週間以上 $265/週 $3180 以上 

 
チケット制選択クラス	 *	 
チケット 1	 枚	 =	 50 分クラス	 

選択クラス	 1	 チケット	 	 $25	 

選択クラス	 1	 チケット	 (入学登録なし)	 	 $35	 

10 枚のチケット購入	 	 1	 枚無料チケット進呈	 

20 枚のチケット購入	 	 5 枚無料チケット進呈	 

  
TOEIC テスト対策コース * 

月曜日から木曜日	 2:10PM	 –	 4:10PM	 ＆	 金曜日	 10:30AM	 -	 12:30PM	 

1 週間コース $300 

2 週間コース $600 

3 週間コース $800 

教材費	 $15/1 週間あたり 

 
プライベート・セミプライベートレッスン	 *	 
10 時間分まとめてご購入された方にプラス 1 時間無料	 

 登録生	 *	 未登録生	 

プライベートレッスン	 $60/１時間  $70 /１時間 

セミプライベートレッスン	 (2	 –	 4 人)	 $40 /1 人当たり１時間 $50 /1 人当たり１時間 

プライベートグループレッスン	 (5	 人以上)	 $35 /1 人当たり１時間 $40 /1 人当たり１時間 
週末レッスン受講を希望される方、ホテルや自宅でレッスン受講希望される方はお問い合わせ下さい。	 	 

 
 

	 



	 

英語集中コース＋ホームステイパッケージ	 (18 歳以上対象)	 

 4 週間 8 週間 12 週間 

ホームステイパッケージ	 $2985 $5035 $7150 
ホームステイパッケージに含まれるもの：入学登録料、教科書、受講料、宿泊手配料、	 

ホームステイ代金（1 日２食付き）空港往復送迎	 

 
英語集中コース＋コンドミニアムパッケージ	 (18 歳以上対象) 

 4 週間（28 日） 4 週間（30 日）	 	 8 週間 12 週間 

 
インオンザパーク	 アイランド	 

コロニー	   
コンドミニアムパッケージ	 $3965 $4120 $6935 $9789 

コンドミニアムパッケージに含まれるもの：	 入学登録料、教科書、受講料、宿泊手配料、コンドミニアム代金

チェックアウト時の清掃代金、空港往復送迎	 

 
オンライン英語レッスン各種	 

オンラインコースは、入学登録料不要です。	 

全てのオンラインレッスンはハワイ在住ハワイパームスの講師がハワイから配信しレッスンを行っています。	 

ZOOM を使用しレッスンを行います。	 

 
オンラインプライベート・セミプライベートレッスン	 

10 回まとめてご購入でプラス 1 回無料	 

 30 分 45 分 60 分 
オンラインプライベートレッスン	 $20 $30 $35 
オンラインセミプライベートレッスン	 

(2	 –	 4 人)	 
$15/一人あたり $20/一人あたり $25/一人あたり 

 
中級・上級者向け英語マスター・オンラインビジネスコース	 

月曜日から木曜日	 １日 2.5 時間	 6:00pm	 –	 8:30pm	 （日本時間 1:00pm	 –	 3:30pm)	 
1 週間コース $300 

2 週間コース $600 

3 週間コース $800 

4 週間コース $1000 

 
オンライン英作文添削コース＆30 分プライベートレッスン	 
ご自身のペースで課題を提出し、コースを修了することができます。	 

課題 4 回分 + オンラインプライベートレッスン 4 回(1 回 30 分) $125 

課題 8 回分 + オンラインプライベートレッスン 8 回(1 回 30 分) $225 

課題 12 回分 + オンラインプライベートレッスン 12 回(1 回 30 分) $340 

 
 

全ての料金は予告なく変更する場合がございます。上記料金にハワイ州税	 4.712%が別途発生致します。	 

	 

ハワイパームスイングリッシュスクール	 

www.HawaiiRyugaku.jp 
T. (808) 922-3535 

Info@HawaiiRyugaku.jp 
 

 


